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速報

バイオマス対応型プロセ ッサの試作本

毛綱昌弘料・陣川雅樹料・吉田智佳史料・中漂白彦料・伊神裕司**岩岡正博*料.古川邦明料特 .
臼田寿生*附.草野喜行仲間.田中誠一郎問料

1 .はじめに

木質バイオマスのエネルギ一利fJ.jに関しては，すでに

多くのエネルギープラ ントが建設・ 導入されている。 し

かし，利用されているのは建築廃材・製材所廃材にとど

まっており，末木枝条，端材等の素材生産時に生成され

るバイオマス資源に閲しては，ほとんど未利FIJである

(1)。この資源の利用を促進する には，校条等に関して

も低コストかつ効率的な収集運搬システムの開発カ司、可

欠であり，バイオマス主|三崖と素材生産を分けて作業を行

うのではなく，素材生j主イ/卜業と同H守逆行的にバイオマス

の収集を行う 作業方法を開発するのが現尖(J'0であると考

えられる。

全木集材作業で、は-1二段iに末木枝条，端材詐が集まるた

め，こl'j劾に十分な広さを時保できる場合，校条等の肉然

乾燥後，チッノマ等により 1卯iiモして運搬するブJ'1去が有効で、

あると考えられる。しかし， 森林作業路を開設して造材

作業を行うプロセッサを先山で使JlJし，短幹材を運搬す

る集材方式では，校条等は作業路近傍に散在することに

な る。素材ι~ ÎlÍ~: fI寺にュ並行してバイオマスの収穫作業を行

うには，用材とは)1;質が大き く異な り，かさ苦度が小さ

な校条等を効率的にi単搬するために，校条等を扱いやす

く加工する必要がある。バンドリングマシンのようなバ

イオマス早川機械を導入することによって， この問;題起は

j解1併平引i決λ可能と考考一えられるカ~ コスト の11山ir削J:Iで

らに，狭い作業路上で、の{ノl-業で、は機械の配世等が問題に

なることが多い。また，末木枝条等を柱LMーすることによ

り，搬 I'j-'，作業の生産性が高くなる こと も示さ れている

(4)。そこで，バイオマス処理1¥専用の機械ではなく，素

材生産m椴械にバイオマス収集j刊の機能を十J')J[Iする兼用

型機械を試作し，導入することにより ，枚条等のバイオ

マス収集作業の効率化を試みた。

紫材生産時には，スイングヤーダ等の木寄せ作業，あ

るいはフォワーダ等による集材作業に比べ， プロ セッサ

が行う造材作業の生産性は高いため， プロセ ッサは作業:

の待ち時間が発生しやすい (3)。この待ち時間を利JI:Jし

て校条等の処理作業を行うことにより ，素材生産の生産

性を維持 しつつも，バイオマス土産もjt行して行うこと

が町.能とな る 。 試作機で、は末木技条を~'il砕す る大き さを

変更できる構造とするこ とで，バイオマス生産に要する

作業u寺問を調整可能としており，待ち時間の長さに対応

可能である。末木校条主主を効率よく JA搬するには，かさ

密度を大きくする必要がある反而，チップにまで細かく

砕くと乾燥が進まなくなる問題がある (2)。そこで，校

条等を圧縮一成型してまとめるのではなく，ある税j支の大

きさまで枝条等を細かくすることで，乾燥とかさ惜度の

It:]題の解決を試みた。共体的には，プロセ ッサに末木校

条等を出111断する機能を付加|し， キ1111析された枝条等をフレ

キシブルコンテナバッグにJ文人することにした。フレキ

シブルコンテナバッグに11人して，ある程度のブにきさと

かさ精度を有する塊とすることで，その後の引役作業等

の I~:祭には機械で4及いやすくなる効県がある 。 告げ/I:t訟では，

この処Jlll作業を造材作業終({去のプロセッサのトングか

ら末木を放すことなく続けて処理できるように試作し

た。

2. 仕様決定のための予備試験

プロ セッサに付加する末木技条の処理機材11.のイ:I :~;f;: を決

定するために主材作業i1'r1去の校条を用いて下iilli試験を

実施した。試験は，校条ーを一定の1三さで切断した後，各

切liJr長の枚条のかさ笹川支を求めることで， iJ武科化事IJ合を

，i1l ~n-先 (Correspondingauthor) 毛布昨日l、(MasahiroM02UNA) E-mail: !l1ozuna@fflJri.affrc.go.jp 
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Prod. Res. Inst.， Tsukuba 305-8687 
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剖iWJした。枝条の切断長は40C111，20C111， lOC111と設定す

るとともに，比"安用として;1W，処珪!の枝条と30111mスクリ

ーンのチッパを用いて41t砕したチップを用いた。チップ

サイズに関しては，なるべく細かく砕いたほうが容積を

小さくできため，燃料用チップとして最少と考えられる

大きさを選定した。かさ密度の言liWJには， 計間IJ誤売を小

さくするために，なるべく大きな容積のコンテナを則定、

する必要がある。知処理の枝条で、は約8nf，切断した校

条で、は0.51113，チッフ。で、は0.2111:1の容積を要するコンテナに，

~."l し込むことなく枝条を満載したうえで質量計測を行

い，各サンプルのかさ者度とした。試験に用いた枝条の

合ノjく撃を言十測した結果， 106% d.b であ っ た。 知処J~Rの枝

条のかさ常度の計iHIJ結果は89kg-wet/m・1であり，この値を

100%としたときの各サンプルの減容化された容積咋を

図-1に示す。寸法が訓11かくなるに従い容積率は低くな

り， 20C111で、は3分の2，10く:111で、は半分以 iごに減容化できる

ことが雌認できる。校条を京111かくすることにより， iit位.

イ*積当たりの重量を大きくできるので運搬H寺等に有利に

なると考えられるが，作業H守問とともに切断に要するエ

ネルギーも必要となる。

質量計測後，各サンプルを用いて 1:1然乾燥による乾燥

速度の~i.hJllJ を実施した。 各サンプルはヒ、ニル製のシート

上に，塊としてj主内に放置した状態としておき，定期il'0

に質量を計測することで，合水半の変化を求めた。サン

プルの放世状態を間一2fこ，計i)!lJ結栄を図 3fこIJ'す。合

水平変化の計iWJ開始は11月21口である。含水草30%に述

するまでに要した日数は， w.r，~fJI'の校条と比べ， 40C111で、

は同じくらいであるが 20C111で、約1.5倍， lOmlで、は約31帝，

チップでは約4倍であった。 言liJ!lJ終{II寺においては，

2Ckm以上の大きさの校条では， 200{，以下まで乾燥したが可

10allで、は21%，チップでは26%までしか乾燥しなかった。

また，チップの塊の外周音ISでは16%まで、乾燥しているが，

塊内部では46%までしか乾燥していなかった。校条を細

かくすることにより，表面積が増えて乾燥速度が早くな

ると考えられるが， 本~!践のように塊と して集積した場

100 .， 
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合には，枝条の空|掠が大きいほど乾燥速度が早く，チッ

プにまで訓11かくすると雫|掠カf小さくなり， I~lj品が官2j並さ

れないことが明らかとなった。

これらの実験結栄より， iJ~存率，乾燥に要する 11寺間，

さらに末木技条の処理に要する作業H寺間のすべてを最小

化することは困難で、あることから，適切な組み合わせと

なる竹業方法を求めるために，試作機で、は末木枝条の切

断長を可変化できる機柄ーを組み入れることとした。チッ

プにまで細かくすると乾燥が進まなくなるため，末木校

条の切11R長は10c111から30C111程度を目標とすることにし

た。

3.試作機の概要

予備試験の結果から， オミ木校条の処理方法として，チ

ッパのように却|かく {i小くのではなく，適当な長さに切断

することによって，乾燥および滅容化が期待できること

が維認できた。このため，試作を行うプロセッサには，

1支払い，王切り作業を終了 した末木枝条部を 1=1襟とする

図-2 20じ111に切り揃えた実験サンプルの庄内自然乾燥実!波
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1;:?1-3 利1111訴された米本校条の合水率の変化
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長さで切断する機能を付加することとした。ボ木技条の

切断には， プロセ ッサのソ ーチェ ーンを使用した場合，

枝等の影響によりソーチェーンが鋸断面問に挟まれる可

能性があり，校条には土砂詳が付着している場合が多く，

ソーチェーンの摩耗を早める可能性が高いこと，さらに

作業を少しでも早く行うために，切断機構には油圧はさ

みJ:~のカ γ タ ーをJI-Jいることとした。 このカッターによ

る材の切断能力 として，材径15cI11のヒ ノキ を切断できる

ことを 伺標とした。

試作機ではj宣材作業を終えた材をプロセッサヘッドか

ら版すことなく ，そのまま末木の処副作業を続けて行え

る梢造としている。プロセッ サヘッドについている材活

りJ+Jのローラでは，校条のi.Jいたままの末木部分を送料

することは不可能なため，ストローク式ハーベスタと同

オ長な機梢で材送りを行う方法とした。

試作されたプロセッサヘァ ドの外観図および各部の名

品
目
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科、を|支1-4に示す。ili販機のプロセ yサへ yドに改造を

施し，末木枝条を処理する機能とチJレト機構が迫力11され

ている。試イ/叶友とTI'iJi則定とでは，装備可能な油圧ショベ

ルに設はないが，ハケット容量0.5111:1の後方超小肱回型hll

圧ショベルに試作機を装備した。表-1に市販機と試作

搬の主袋詰元を示す。改造に十|そうヘッドの質量増は約

300kgて、あり ，市販機では全焼問機能が装備されている

が，この機能だけは試作機では省かれている。

末木処迎古1¥は，オ〈木を:flffi.るグラップル，切断するカッ

ター，オミ木を送材ーするブームからfllf.成されている。末木

処理の動作凶を区1-5に示すとともに，末木処理作業中

の試イ/1:ff&:の様子をIRI-6に示す。 末木の処理方法は，プ

ロセ ッサの トングとグラップルを交互につかみ直しなが

ら，ブームのやl'納を利JI-Jして送材ーしている。ブームの最

大仲縮長は30cI11で、ある。ブームには移動可能な近接セン

サが装備さ れており，近接センサの位置を調整するこ と

伎必下IVj LI::J-I1遮 liÎ~阪

|ま1-4 試刊権外観閃

表-1 試作機の主要請元

試作機

品
目

改造べ←ス市販機

(尚昆機械 CM・40ZN)

質量 (kg) 

外形寸法 (mm) 

JA厄|機能

チルト機能

ョ;切り i走大村径 (crn) 

トンク'最大 I] ~J :畳 (111111) 

送材可能材径 (仁川)

jj主m可能な

IIII正ショ ベルのサイズ

1，2∞ 
1.653 x 1，0∞x 1，766 

360 I支イj"l;Jミ肱回
-350 ~ 75。

48 

1.270 

3 -35 

キャタピラージャノTン314CCR

0.5m:!後方趨小JifE凹型

900 

l.350 X 1，000 x 1，220 

全焼回

なし

48 

1，270 

3、 35

O.45m:!クラス以|て
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4 ブームをfLjI(ます

5 トングで林をつかむ ノ
6. グラップルの米オ〈をはなす 3 トングの末木:をはなす 2 カッターで米本を切断

区1-5 末木処理機能作動図

で，切11')r長を自由に設定可能である O また，カッターで

切断せずに，送材を21TI1続けて行うことにより 30cI11以上

の材長で切断することも可能である。末木の処:E.ill作業は，

グラップル， トング，カッター，ブーム等，複数のYIII圧

シリンダを}II目次動作させなければならず，逆転操作が複

雑になるため，末木の処理作業はPLCを利用した自動運

転;となっている O 図 5に示す処JJt'作業の1サイクルに裂

する時間は，ブームのやl'び量を最大ストローク他とし，

無負荷状態で約4{少を裂した。一本の全木材ーから用材と

して使JI-Jする霊が増えるほど，造材作業に要する 11寺IIIiJが

増える - }J， 末木の処理作業rl~\' 問は短くなることにな

る。

末木技条を切断するカッターはボJレト回定による交換

可能な梢造として試作した。カッターの刃の試作および

~Ît:ì主 ini: を ~Wl り返した結果，刃の十反j車は9mm とし， ~liJ刃プ了

式とする方法が有効で、あ った。|支)-7にカッターで切断

した材の様子を示す。カッターはスギで、最大17c111，ヒノ

キで、最大16c111の材を切断可能であることが硝訟できた。

これ以上の材径を切断しなければならない場合には，プ

ロセッサヘッドに装備されているソーチェーンで切断可

能である。|珂-8に試作機によって20C111.長に切断された

末木校条を示す。

Igl-G 末木処理作業1.11の試作機

末木の処理作業時には，校がついたままの末木部分が

ブームの伸縮動作によって材送りされることになる。こ

のとき，プロセッサの校払い用のナイフは聞いたり、態と

なっており ，~支は幹についたままプロセッサのトング内

部を通過する o しかし 校の張り 具合によってはナイフ

と下iJtして，枝-11、し】されてしまう校があった。また，カ

ッターによってmí~ と切り離された枝がプロセッサのトン

凶-7 il!rCF.:i¥カ yターによる切断面

|玄!-8 試作機によって処理JIされたぶ木校条
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グから落下するJ揚令も見られた。このため，枝の法 F防 り実施した。

止月Jとして遮蔽板をプロセ yサのトングとグラップルに

装備している。

4. おわりに

素材生産時に生成される末木枝条，端材会;;のバイオマ

ス資源を有効利川するために，末木技条をキIHかくするこ

とで運搬しやすくなるように，従来のプロセッサヘッド

に末木枝条を処理できる機能を付加したプロセッサを試

作した。試作プロセ yサは，造材作業と末木技条の処理

作業の二つのー仁程を，造材し終わった材を手放すことな

く連続して処理することが可能である。

工場内における試運転の結果，試作械の末木枝条の処

理機構は当初の目標どおり十分に機能することが確認で

きた。メ?後，現地試!肢を行し寸式イ午機の生産性， コスト等

について椴討を行うとともに，素材生産との同時進行に

よるバイオマスの生産性について評価していく予定であ

る。また，処理された末木校条を人れるフレキシブルコ

ンテナバッグに関しても，乾燥の速度，扱いやすい大き

さ等について検討する予定である o

なお，本石)¥究は，林野庁森林整備効牛化支援機械開発

事業「木貨バイオマス収集 ・巡搬システムの開発」によ
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